
旅行気分も堪能できる！大人気のシチリア料理 
「ズッパディペッシェ・クスクスサラダ、ローストビーフ、パン、
シチリア産オリーブオイルミニボトル（100ml）セット」2名様分 

¥12,960（税込） 
一日5セット限定

モダンシチリア料理レストラン『アンジェロコート東京』が
トラッド目白4Fでプレオープン中！

日本有数のクラシカル・バレエ団「小林
紀子バレエ・シアター」附属バレエス
クール。初心者の方でもバレエを段階的
に学べます。距離をとって行う分散レッ
スンですので、安心してご参加ください。

Information & Topics

各店舗やイベントの最新情報は、
ホームページでご確認ください▶

トラッド目白

4F アンジェロコート東京 
☎ 03-5957-5516

葉書料額 63円切手→  60円
封書料額 84円切手→  80円

レターパックライト 370円→350円
レターパックプラス 520円→500円

※お支払いは現金のみとさせていただきます。

2F エスケースタンプ
☎ 03-3980-8000

イタリア・シチリア島にある4つ星ホテル「La Foresteria」グラ
ンドシェフのアンジェロ・プリミア氏が統括する海外一号店が
プレオープンしました。シチリア島の郷土料理と、島No.1のワイ
ナリー「PLANETA」のワインをコンセプトに、ワインと料理の
マリアージュをお楽しみいただ
ける新感覚レストランです。ぜひ、
地中海の味覚をご体感ください。

ベビーの時から始められて、中学生まで続けられる、全クラス外国人講
師が担当するこども英会話教室です。教室には日本人講師が常駐して、
様々な場面にてサポートするので安心です。
ただ今、お得なサマーキャンペーン実施中！
まずはお気軽に無料体験レッスンにご参加
ください。＜講師はマスクを着用いたします＞

郵便局よりもお得にご購入いただけます。大量購入の
際にはご相談くださいませ。

マスク、検温 共用部の消毒 座席等の間隔

扉の開放、換気 混雑時の入場制限 共用設備の利用制限

ウイルス感染予防にはお口のケアが
重要なことをご存知でしょうか。特に、
舌を清潔に保つことが大切と言われ
ています。毎日できる対策を始めま
しょう。

夏の暑い日はぜひファミリーマートにお
立ち寄りください。冷たい飲み物や冷凍
フードも多数ご用意しています。セルフレ
ジも完備しており、素早く安心して精算も
可能です。もし使い方がご不明な場合は
お気軽にスタッフまでお声がけください。

TAKE OUT Special

お店の味をおうちで楽しもう！
テイクアウト特集号

感染症対策 施設としての取り組み

ご挨拶などに。切手、レターパックを
もっと身近に使いやすく

8月末まで“期間限定”入会金35円（税込）！
 こども英会話教室サマーキャンペーン

外敵の予防にお口のケアを！
 舌ブラシ ¥860（税込）

セルフレジで安心&スピード精算！
 涼しい店内でお買い物

感染症対策として分散レッスンを開催中！
 初心者も大歓迎の本格バレエスクール

2F セイハインターナショナルスクール
☎ 0120-815-718

2F 目白ハイマート歯科
☎ 03-5950-1426

1F ファミリーマート　☎ 03-5956-2106 B2F 小林紀子バレエ・シアター／小林紀子バレエアカデミー
☎ 03-3987-3648 

トラッドタイムズ 2020 SUMMER

［提供期間］ 毎週水、木、金、土、日　12時～20時 
※ご予約は3営業日前まで。
11時～18時に承ります （休館日毎週月・火曜日）
 テイクアウト限定！

今すぐ使える！トラッド目白お買い物クーポンCoupon

200¥
COUPON
TRAD MEJIRO 500¥

COUPON
TRAD MEJIRO

SUMMER EDITION 2020

キリトリ線

お持ち帰り
人気メニューを
今すぐcheck！

1,000円（税込）以上のお買い物にご利用いただけます。 5,000円（税込）以上のお買い物にご利用いただけます。

8/31（月）までの
保存版！

使用期間：2020年8月31日(月)まで使用期間：2020年8月31日(月)まで

○1回の会計で、いずれか1枚限りのご利用となります。 ○本券はTRAD目白のみで利用できる金券です。 ○現金との交換、
おつりのお渡しはできません。 ○本券は転売等はできません。 ○本券を偽造（コピー）、また不正に表記内容の変更を行った場合、
法により罰せられることがあります。 ○本券は再発行いたしません。 ○次の店舗ではご利用いただけません。セイハインター
ナショナルスクール / 目白ハイマート歯科 / 小林紀子バレエアカデミー ○公共料金の支払い、切手、収入印紙等金券・タバコ
の購入には使用できません。○その他、一部ご利用になれない商品がございますので、詳しくは各店舗へお問い合わせください。

○1回の会計で、いずれか1枚限りのご利用となります。 ○本券はTRAD目白のみで利用できる金券です。 ○現金との交換、
おつりのお渡しはできません。 ○本券は転売等はできません。 ○本券を偽造（コピー）、また不正に表記内容の変更を行った場合、
法により罰せられることがあります。 ○本券は再発行いたしません。 ○次の店舗ではご利用いただけません。セイハインター
ナショナルスクール / 目白ハイマート歯科 / 小林紀子バレエアカデミー ○公共料金の支払い、切手、収入印紙等金券・タバコ
の購入には使用できません。○その他、一部ご利用になれない商品がございますので、詳しくは各店舗へお問い合わせください。



TAKE OUT 今、トラッド目白ではテイ
クアウトメニューが大人気

！

暑い夏にオススメの美味
しいメニューをお持ち帰

りいただけます。

ぜひ、おうちでご家族と一
緒に旬の味を楽しんでく

ださい。

テイクアウトメニューの最新情報は
トラッド目白公式LINEでも配信中！

友達登録がまだの方は
QRコードから
アクセスしてください

インド・デリー行き
キーマナポリタン

口あたりが良く、軽やかな冷たいクリームの入った、
夏ならではの期間限定メロンパン。口の中に広がる
優しい味わいをお楽しみください。冷凍庫から出
して、10分後くらいが食べ頃です。

冷やしてメロン　¥227（税込）

［お引渡し時間］ 8時～19時  ※変更となる場合もございます
［期間限定］ ～8/31（月）まで
 スタッフにお声がけください　テイクアウト限定！
※ミルクバニラ味、メロン味のみの販売です
☎ 03-6907-0275

Johan〔ジョアン〕
TAKE OUT

6
1F

あえん
TAKE OUT

5
2F

右／麦黒牛のハンバーグ弁当  ¥900（税込）

左／鯖干し弁当  ¥800（税込）

中／国産鶏の唐揚げと
　　素揚げ野菜の黒酢餡かけ弁当  ¥700（税込）

アイスミントモカ　¥380（税込）
ココアにミントシロップを加え、さらに深入り珈琲を
合わせました。甘さと苦さの絶妙なハーモニーで、飲み
ごたえたっぷりなのに爽やかな香りが楽しい一杯です。

宮越屋珈琲 目白店
TAKE OUT

3
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［お引渡し時間］ 9時～21時  ※変更となる場合もございます
［期間限定］ ～8/31（月）まで
 テイクアウト初登場！　テイクアウト限定！
☎ 03-6907-0368

［お引渡し時間］
11時～15時30分（ラストオーダー15時）、
17時～22時（ラストオーダー21時30分）
☎ 03-6914-3880

旬の食材を使ったヘルシーメニューで大満足！

ランチで世界旅行の気分♪日本発祥の
ナポリタンを各国料理でアレンジする
新メニューが登場しました！

旅するナポリタン
テイクアウト¥615～680（税込）
店内 ¥627～693（税込）

PRONTO〔プロント〕
TAKE OUT

7
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［お引渡し時間］
11時～19時（ラストオーダー18時30分）
※変更となる場合もございます
［期間限定］ ～7/31（金）まで
☎ 03-5985-2145

［お引渡し時間］ 11時～22時（ラストオーダー21時30分）  ※変更となる場合もございます
 テイクアウト限定！詳しくはお電話ください
☎ 03-3988-1161

日本発祥！
ナポリタン

TAKE OUT

1
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ロイヤルガーデンカフェ目白
レストラン品質の「冷凍ミール」など
テイクアウトメニューが盛りだくさん！
人気のカレーやパスタなど全25種類取り揃えております。調理法は
とても簡単、湯煎やレンジを使うだけ！店頭で販売しております。

タイ・バンコク行き
トムヤム
ナポリタン

ピッツァセット　¥2,580（税込）

［お引渡し時間］ 
ランチ11時～15時　ディナー17時～21時（ラストオーダー20時）
※変更となる場合もございます
［期間限定］ ～8/31（月）まで
 「TRAD TIMESを見た」と伝えると10％OFF！
 一日10セット限定
☎ 03-5956-2037

「マルゲリータ」「フライドチキン」など、人気の
メニューを一度に楽しめる！

TAKE OUT

2 1FPIZZERIA 37
〔ピッツェリア トレンタセッテ〕

Summer Delicious

目白 旬香亭
TAKE OUT

4
2F

ミシュラン掲載店の美味が、ご自宅で味わえる！

［お引渡し時間］ 11時30分～14時、17時30分～20時
※幕の内は2日前までの予約で2人前から
☎ 03-5927-1606

左／いろいろおかずが入った
　　幕の内スタイルのお弁当  ￥2,100（税別）
右／ボリュームたっぷりのステーキ重  ￥2,300（税別）

自家製レモンシロップがたっぷり入った爽やかな美味
しさ！暑い日にピッタリ♪ぜひ、お立ち寄りください。

［お引渡し時間］ 11時～19時  ※変更となる場合もございます
［期間限定］ 材料がなくなり次第終了
 テイクアウト限定！
☎ 03-3988-1321

ブルックリンレモネード　¥330（税込）

Pâtisserie 
& Chocolat Bar
DEL'IMMO〔デリーモ〕

TAKE OUT

8 1F

クーポンも
配信予定！




